
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　順次に直列に連結された第１選択トランジスタ、各々がフローティングゲート及びコン
トロールゲート電極を有する複数のセルトランジスタ及び第２選択トランジスタで構成さ
れて第１ボディーに形成された第１ストリングと、順次に直列に連結された第３選択トラ
ンジスタ、各々がフローティングゲート及びコントロールゲート電極を有する複数のセル
トランジスタ及び第４選択トランジスタで構成されて前記第１ボディーから 隔離
された第２ボディーに形成された第２ストリングとよりなる一対のストリングがマトリッ
クス状に配列されたセルアレイ領域を備えるフラッシュメモリ素子において、
　前記第１選択トランジスタのソース領域と前記第１ボディーを連結

第１ソースボディーラインと、
　前記第２選択トランジスタのドレイン領域と前記第３選択トランジスタのドレイン領域
を連結する一本のビットラインと、
　前記第４選択トランジスタのソース領域と前記第２ボディーを連結

第２ソースボディーラインと、
　前記第１選択トランジスタのゲート電極と前記第３選択トランジスタのゲート電極を連
結する第１ストリング選択ラインと、
　前記第２選択トランジスタのゲート電極と前記第４選択トランジスタのゲート電極を連
結する第２ストリング選択ラインと、
　前記第１ストリングを構成する各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極と前
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記第２ストリングを構成する各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極を１：１
に連結させる複数本のワードラインとを含むことを特徴とするフラッシュメモリ素子。
【請求項２】
前記第１乃至第４選択トランジスタはいずれもチャンネル増加型のＮＭＯＳトランジスタ
であることを特徴とする請求項１に記載のフラッシュメモリ素子。
【請求項３】
前記第１ボディー及び第２ボディーはＰウェル領域であることを特徴とする請求項１に記
載のフラッシュメモリ素子。
【請求項４】
　前記ビットラインは耐熱性金属 膜を含むポリサイド膜で形成されることを特
徴とする請求項１に記載のフラッシュメモリ素子。
【請求項５】
　前記耐熱性金属 膜はタングステンシリサイド膜であることを特徴とする請求
項４に記載のフラッシュメモリ素子。
【請求項６】
前記第１及び第２ソースボディーラインはアルミニウム膜で形成されることを特徴とする
請求項１に記載のフラッシュメモリ素子。
【請求項７】
　前記第１及び第４選択トランジスタのスレショルド電圧 前記第２及び第３選択トラ
ンジスタのスレショルド電圧 ことを特徴とする請求項１に記載のフラッシュメ
モリ素子。
【請求項８】
前記第１及び第４選択トランジスタのスレショルド電圧は２〔Ｖ〕であり、前記第２及び
第３選択トランジスタのスレショルド電圧は０．５〔Ｖ〕であることを特徴とする請求項
７に記載のフラッシュメモリ素子。
【請求項９】
　順次に直列に連結された第１選択トランジスタ、各々がフローティングゲート及びコン
トロールゲート電極を有する複数のセルトランジスタ、第２選択トランジスタ及び第３選
択トランジスタで構成されて第１ボディーに形成された第１ストリングと、順次に直列に
連結された第４選択トランジスタ、各々がフローティングゲート及びコントロールゲート
電極を有する複数のセルトランジスタ、第５選択トランジスタ及び第６選択トランジスタ
で構成されて前記第１ボディーから 隔離された第２ボディーに形成された第２ス
トリングとよりなる一対のストリングがマトリックス状に配列されたセルアレイ領域を備
えるフラッシュメモリ素子において、
　前記第１選択トランジスタのソース領域と前記第１ボディーを連結

第１ソースボディーラインと、
　前記第３選択トランジスタのドレイン領域と前記第４選択トランジスタのドレイン領域
を連結する一本のビットラインと、
　前記第６選択トランジスタのソース領域と前記第２ボディーを連結

第２ソースボディーラインと、
　前記第１選択トランジスタのゲート電極と前記第４選択トランジスタのゲート電極を連
結する第１ストリング選択ラインと、
　前記第２選択トランジスタのゲート電極と前記第５選択トランジスタのゲート電極を連
結する第２ストリング選択ラインと、
　前記第３選択トランジスタのゲート電極と前記第６選択トランジスタのゲート電極を連
結する第３ストリング選択ラインと、
　前記第１ストリングを備える各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極と前記
第２ストリングを構成する各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極を１：１に
連結させる複数本のワードラインとを含むことを特徴とするフラッシュメモリ素子。
【請求項１０】
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前記第１及び第４選択トランジスタはチャンネル増加型のＮＭＯＳトランジスタであるこ
とを特徴とする請求項９に記載のフラッシュメモリ素子。
【請求項１１】
前記第２選択トランジスタ及び前記第６選択トランジスタはチャンネル空乏型のＮＭＯＳ
トランジスタであり、前記第３選択トランジスタ及び前記第５選択トランジスタはチャン
ネル増加型のＮＭＯＳトランジスタであることを特徴とする請求項１０に記載のフラッシ
ュメモリ素子。
【請求項１２】
前記第３選択トランジスタ及び前記第５選択トランジスタはチャンネル空乏型のＮＭＯＳ
トランジスタであり、前記第２選択トランジスタ及び前記第６選択トランジスタはチャン
ネル増加型のＮＭＯＳトランジスタであることを特徴とする請求項１０に記載のフラッシ
ュメモリ素子。
【請求項１３】
前記第１ボディー及び第２ボディーはＰウェル領域であることを特徴とする請求項９に記
載のフラッシュメモリ素子。
【請求項１４】
　前記ビットラインは耐熱性 を含むポリサイド膜で形成されることを特
徴とする請求項９に記載のフラッシュメモリ素子。
【請求項１５】
　前記耐熱性 はタングステンシリサイド膜であることを特徴とする請求
項１４に記載のフラッシュメモリ素子。
【請求項１６】
前記第１及び第２ソースボディーラインはアルミニウム膜で形成されることを特徴とする
請求項９に記載のフラッシュメモリ素子。
【請求項１７】
　第１ボディーに 順次に直列連結された第１選択トランジスタ、各々がフローテ
ィングゲートとコントロールゲート電極とを有する複数のセルトランジスタ及び前記第１
選択トランジスタ スレショルド電圧を有する第２選択トランジスタで構成された
第１ストリングと、前記第１ボディーから 隔離された第２ボディーに 順
次に直列連結された第３選択トランジスタ、各々がフローティングゲート及びコントロー
ルゲート電極を有する複数のセルトランジスタ及び前記第３選択トランジスタ ス
レショルド電圧を有する第４選択トランジスタで構成された第２ストリングと、前記第１
選択トランジスタのソース領域と前記第１ボディーを連結する第１ソースボディーライン
と、前第２選択トランジスタのドレイン領域と前記第３選択トランジスタのドレイン領域
を連結する一本のビットラインと、前記第４選択トランジスタのソース領域と前記第２ボ
ディーを連結する第２ソースボディーラインと、前記第１選択トランジスタのゲート電極
と前記第３選択トランジスタのゲート電極を連結する第１ストリング選択ラインと、前記
第２選択トランジスタのゲート電極と前記第４選択トランジスタのゲート電極を連結する
第２ストリング選択ラインと、前記第１ストリングを構成する各々のセルトランジスタの
コントロールゲート電極と前記第２ストリングを構成する各々のセルトランジスタのコン
トロールゲート電極を１：１に連結する複数本のワードラインとを備えるフラッシュメモ
リ素子の駆動方法において、
　前記ビットラインに０Ｖを印加し、前記第１及び第２ストリング選択ラインに相異なる
第１及び第２電圧を印加して一つのストリングを選択し、前記複数本のワードラインのう
ち、選択されたワードライン及び選択されないワードラインにそれぞれプログラム電圧及
びパス電圧を印加し、前記選択されたストリングに連結されるソースボディーライン及び
前記選択されないストリングに連結されるソースボディーラインにそれぞれ０Ｖ及びプロ
グラム防止電圧を印加することにより、前記選択されたストリングのセルトランジスタの
うち、前記選択されたワードラインと交叉するセルトランジスタを選択的にプログラムさ
せる動作と、
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　前記複数本のワードラインのうち、選択されたワードラインに０Ｖを印加し、前記一対
のストリングのうち、選択されたストリングに連結されたソースボディーラインに消去電
圧を印加し、前記複数本のワードラインのうち、前記選択されたワードラインを除いた選
択されないワードラインはフローティングさせるか、消去防止電圧を印加し、前記ビット
ライン、前記第１及び第２ストリング選択ライン及び前記選択されないストリングに連結
されたソースボディーラインはフローティングさせることにより、前記選択されたストリ
ングのセルトランジスタのうち、前記選択されたワードラインと交叉するセルトランジス
タを選択的に消去させる動作と、
　前記ビットラインに電源電圧Ｖｃｃを印加し、前記第１及び第２ストリング選択ライン
に相異なる第３及び第４電圧を印加して一つのストリングを選択し、前記複数本のワード
ラインのうち、選択されたワードライン及び選択されないワードラインにそれぞれ０Ｖ及
び読出し電圧を印加し、前記第１及び第２ソースボディーラインに０Ｖを印加することに
より、前記選択されたストリングのセルトランジスタのうち、前記選択されたワードライ
ンと交叉するセルトランジスタの情報を選択的に読出す動作のうち、少なくともいずれか
一つの動作を行うことを特徴とするフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項１８】
前記第１及び第４選択トランジスタのスレショルド電圧は２Ｖであり、前記第２及び第３
選択トランジスタのスレショルド電圧は０．５Ｖであることを特徴とする請求項１７に記
載のフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項１９】
前記第１電圧及び第２電圧がそれぞれ０Ｖ及びＶｃｃの場合は、前記第１ストリングが選
択されることを特徴とする請求項１７に記載のフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項２０】
前記第１電圧及び第２電圧がそれぞれＶｃｃ及び０Ｖの場合は、前記第２ストリングが選
択されることを特徴とする請求項１７に記載のフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項２１】
前記プログラム電圧は１５Ｖ～２０Ｖであることを特徴とする請求項１７に記載のフラッ
シュメモリ素子の駆動方法。
【請求項２２】
前記パス電圧は１Ｖ～Ｖｃｃであることを特徴とする請求項１７に記載のフラッシュメモ
リ素子の駆動方法。
【請求項２３】
前記プログラム防止電圧はＶｃｃ～７Ｖであることを特徴とする請求項１７に記載のフラ
ッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項２４】
前記消去電圧及び前記消去防止電圧はそれぞれ１５Ｖ～２０Ｖ及びＶｃｃ～１０Ｖである
ことを特徴とする請求項１７に記載のフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項２５】
前記第３及び第４電圧は第１及び第２読出し電圧であることを特徴とする請求項１８に記
載のフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項２６】
前記第１及び第２読出し電圧はそれぞれＶｃｃ以上及び０．５Ｖ～２Ｖであることを特徴
とする請求項２５に記載のフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項２７】
前記読出し電圧は２Ｖ～Ｖｃｃであることを特徴とする請求項１８に記載のフラッシュメ
モリ素子の駆動方法。
【請求項２８】
　第１ボディーに 順次に直列連結された第１選択トランジスタ、各々がフローテ
ィングゲート及びコントロールゲート電極を有する複数のセルトランジスタ、第２選択ト
ランジスタ及び第３選択トランジスタで構成された第１ストリングと、前記第１ボディー
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から 隔離された第２ボディーに 順次に直列連結された第４選択トランジ
スタ、各々がフローティングゲート及びコントロールゲート電極を有する複数のセルトラ
ンジスタ、第５選択トランジスタ及び第６選択トランジスタで構成された第２ストリング
と、前記第１選択トランジスタのソース領域と前記第１ボディーを連結する第１ソースボ
ディーラインと、前記第３選択トランジスタのドレイン領域と前記第４選択トランジスタ
のドレイン領域を連結する一本のビットラインと、前記第６選択トランジスタのソース領
域と前記第２ボディーを連結する第２ソースボディーラインと、前記第１選択トランジス
タのゲート電極と前記第４選択トランジスタのゲート電極を連結する第１ストリング選択
ラインと、前記第２選択トランジスタのゲート電極と前記第５選択トランジスタのゲート
電極を連結する第２ストリング選択ラインと、前記第３選択トランジスタのゲート電極と
前記第６選択トランジスタのゲート電極を連結する第３ストリング選択ラインと、前記第
１ストリングを構成する各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極と前記第２ス
トリングを構成する各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極を１：１に連結さ
せる複数本のワードラインを備えるフラッシュメモリ素子の駆動方法において、
　前記ビットラインに０Ｖを印加し、前記各々のストリング選択ラインに０Ｖ及び電源電
圧Ｖｃｃのうち、いずれか一つの電圧を印加して一つのストリングを選択し、前記複数本
のワードラインのうち、選択されたワードライン及び選択 ワードラインにそれぞ
れプログラム電圧及びパス電圧を印加し、前記選択されたストリングに連結されるソース
ボディーライン及び前記選択されないストリングに連結されるソースボディーラインにそ
れぞれ０Ｖ及びプログラム防止電圧を印加することにより、前記選択されたストリングの
セルトランジスタのうち、前記選択されたワードラインと交叉するセルトランジスタを選
択的にプログラムさせる動作と、
　前記複数本のワードラインのうち、選択されたワードラインに０Ｖを印加し、前記一対
のストリングのうち、選択されたストリングに連結されたソースボディーラインに消去電
圧を印加し、前記複数本のワードラインのうち、前記選択されたワードラインを除いた選
択されないワードラインはフローティングさせるか、消去防止電圧を印加し、前記ビット
ライン、前記第１乃至第３ストリング選択ライン及び前記選択されないストリングに連結
されたソースボディーラインはフローティングさせることにより、前記選択されたストリ
ングのセルトランジスタのうち、前記選択されたワードラインと交叉するセルトランジス
タを選択的に消去させる動作と、
　前記ビットラインにＶｃｃを印加し、前記各々のストリング選択ラインに読出し電圧及
び０Ｖのうち、いずれか一つの電圧を印加して ストリングを選択し、前記複数本の
ワードラインのうち、選択されたワードライン及び選択されないワードラインにそれぞれ
０Ｖ及び読出し電圧を印加し、前記第１及び第２ソースボディーラインに０Ｖを印加する
ことにより、前記選択されたストリングのセルトランジスタのうち、前記選択されたワー
ドラインと交叉するセルトランジスタの情報を選択的に読出す動作のうち、いずれか一つ
の動作を行うことを特徴とするフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項２９】
前記第１選択トランジスタ、前記第３選択トランジスタ乃至前記第５選択トランジスタは
チャンネル増加型のＮＭＯＳトランジスタであり、前記第２選択トランジスタ及び前記第
６選択トランジスタはチャンネル空乏型のＮＭＯＳトランジスタであることを特徴とする
請求項２８に記載のフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項３０】
　 前記第１及び第２ストリング選択ラインに０Ｖを
印加し、前記第３ストリング選択ラインにＶｃｃを印加する場合には前記第１ストリング
が選択され、前記第１ストリング選択ラインにＶｃｃを印加し、前記第２及び第３ストリ
ング選択ラインに０Ｖを印加する場合には前記第２ストリングが選択されることを特徴と
する請求項２９に記載のフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項３１】
前記プログラム電圧は１５Ｖ～２０Ｖであることを特徴とする請求項２９に記載のフラッ
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シュメモリ素子の駆動方法。
【請求項３２】
前記パス電圧は１Ｖ～Ｖｃｃであることを特徴とする請求項２９に記載のフラッシュメモ
リ素子の駆動方法。
【請求項３３】
前記プログラム防止電圧はＶｃｃ～７Ｖであることを特徴とする請求項２９に記載のフラ
ッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項３４】
前記消去電圧及び前記消去防止電圧はそれぞれ１５Ｖ～２０Ｖ及びＶｃｃ～１０Ｖである
ことを特徴とする請求項２８に記載のフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項３５】
　 前記第１及び第３ストリング選択ラインに読出し電圧を印加
し、前記第２ストリング選択ラインに０Ｖを印加する場合には第１ストリングが選択され
、前記第１及び第２ストリング選択ラインに読出し電圧を印加し、前記第３ストリング選
択ラインに０Ｖを印加する場合には第２ストリングが選択されることを特徴とする請求項
２８に記載のフラッシュメモリ素子の駆動方法。
【請求項３６】
前記読出し電圧は２Ｖ～Ｖｃｃであることを特徴とする請求項２８に記載のフラッシュメ
モリ素子の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は不揮発性メモリ素子及びその駆動方法に係り、特にＮＡＮＤ型のフラッシュメモ
リ素子及びその駆動方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体記憶素子の種類には、電源供給が遮断されてもメモリセルに貯蔵された情報を消去
されないＲＯＭ素子（ Read Only Memory Device ）及び電源供給が遮断されれば、メモリ
セルに貯蔵された情報が消去されるＲＡＭ素子（ Random Access Memory）がある。前記Ｒ
ＯＭ素子の種類には様々なものがある。そのうち、メモリセルに情報を電気的にプログラ
ムさせるか、消去する不揮発性メモリ素子、すなわち、フラッシュメモリ素子はコンピュ
ータまたはメモリカードなどに多用されている。
【０００３】
このフラッシュメモリ素子は一般の半導体素子と共に高集積化されつつある。一般に、フ
ラッシュメモリ素子のセルに該当するセルトランジスタは、電荷を貯蔵させるフローティ
ングゲートと前記フローティングゲートに所定の電圧を誘起させるコントローラゲートを
有し、情報を伝送する手段であるビットラインに連結される。前記フラッシュメモリ素子
はビットラインの連結型に応じてＮＯＲ型とＮＡＮＤ型に大別される。
【０００４】
前記ＮＯＲ型のフラッシュメモリ素子は一本のビットラインに多数のメモリセルが並列に
連結された構造を有し、メモリセルに情報を貯蔵（プログラム）させる場合にはチャンネ
ルホット電子（ channel hot electron）現象を用い、情報を消去する場合にはＦ－Ｎトン
ネル（ Fowler-Nordheim tunneling)現象を用いる。このようにＮＯＲ型のフラッシュメモ
リ素子のビットラインは各々のメモリセルと並列に連結されているため、高いセル電流が
得られるが、セルアレイ領域が大きい面積を占める。したがって、ＮＯＲ型のフラッシュ
メモリ素子は動作速度は速いが、高集積のフラッシュメモリ素子に不向きである。
【０００５】
一方、前記ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子は一本のビットラインに複数のセルストリ
ングが連結され、一つのセルストリングには複数のセルトランジスタが直列に連結される
。前記ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子はコントロールゲート及び基板、すなわちウェ
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ル領域に印加される電圧の極性に応じて電荷が基板とフローティングゲートとの間に介さ
れたトンネル酸化膜を通るＦ－Ｎトンネル現象を用いて情報を貯蔵または消去する。
【０００６】
前記ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子はビットラインに複数のセルトランジスタが直列
に連結されているため、ＮＯＲ型のフラッシュメモリ素子に比べてセル電流が低い。した
がって、ＮＯＲ型のフラッシュメモリ素子より動作速度が遅いが、集積度は向上させるこ
とができる。
結論的に、ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子はＮＯＲ型のフラッシュメモリ素子に比べ
て集積度を増加させ得るため、高集積のフラッシュメモリ素子に好適である。
【０００７】
以下、通常のＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子のセルストリング構造を添付した図面に
基づき詳しく説明する。
図１は一つのストリングのレイアウトを示す平面図であり、図２は図１の等価回路図であ
る。かつ、図３Ａはセルトランジスタの平面図であり、図３Ｂは図３Ａの切断線ＸーＸに
よる断面図である。
【０００８】
図３Ａ及び図３Ｂを参照すれば、前記ストリングに情報を貯蔵するための各々のセルトラ
ンジスタＣ１，……，Ｃｎは、Ｐ型のシリコン基板２１０またはＰ型のウェル領域上にト
ンネル酸化膜により離隔されるフローティングゲート２２０と、前記フローティングゲー
ト２２０上に誘電膜、例えば酸化膜により離隔されたコントロールゲート２３０と、前記
フローティングゲート２２０の両側のシリコン基板は２１０の表面に形成され、前記フロ
ーティングゲート２３０の下方のＰ型のシリコン基板２１０の表面にチャンネル領域を限
定するＮ +  型のソース／ドレイン領域２４０とよりなる。
【０００９】
このような構造のセルトランジスタのうち、選択されたセルトランジスタをプログラムさ
せる動作を調べる。第１セルトランジスタＣ１に選択的に情報をプログラムさせる場合、
先ず、前記ストリング選択トランジスタＳ１のゲートにＶｃｃを印加して“オン”させ、
前記ソース選択トランジスタＳ２のゲートに０〔Ｖ〕を印加して“オフ”させる。さらに
、前記第１セルトランジスタＣ１のコントロールゲート２３０に所定のプログラム電圧Ｖ
ｐｇｍを印加して前記基板（図３の２１０）のチャンネル領域からフローティングゲート
（図３の２２０）に電子を移動させることにより、前記第１セルトランジスタＣ１のスレ
ショルド電圧Ｖｔｈを増加させる。
【００１０】
一方、読出し動作は選択されたセルトランジスタが“オン”または“オフ”状態であるか
を感知することである。例えば、第１セルトランジスタＣ１に貯蔵された情報を読出すと
き、ビットラインＢ／Ｌは特定の電圧（１Ｖ～Ｖｃｃ）で充電させ、前記ストリング選択
トランジスタＳ１のゲート電極、ソース選択トランジスタＳ２のゲート電極及び選択され
ないセルトランジスタＣ２，……，ＣｎのコントロールゲートにはＶｃｃを印加してスト
リング選択トランジスタＳ１、ソース選択トランジスタＳ２及び選択されないセルトラン
ジスタＣ２，……，Ｃｎを“オン”させる。さらに、前記選択された第１セルトランジス
タＣ１のコントロールゲートにはプログラムされたセルトランジスタのスレショルド電圧
と消去されたセルトランジスタのスレショルド電圧の間の電圧、例えば０〔Ｖ〕を印加す
る。その結果、前記第１セルトランジスタＣ１が“オン”されてビットラインＢ／Ｌから
ソースラインＳ／Ｌへの電流の流れが感知されると、情報が消去された状態、例えば、論
理“１”と判断する。前記第１セルトランジスタＣ１が“オフ”されてビットラインＢ／
ＬからソースラインＳ／Ｌへの電流の流れが感知されなければ、情報がプログラムされた
状態、例えば、論理“０”と判断する。
【００１１】
一方、前記第１セルトランジスタＣ１に貯蔵された情報を消去させる動作は、ビットライ
ンＢ／Ｌ、ソースラインＳ／Ｌ、ストリング選択トランジスタＳ１のゲート電極及びソー
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ス選択トランジスタＳ２のゲートはフローティングさせ、前記選択された第１セルトラン
ジスタＣ１のコントロールゲート（図３の２３０）及びＰ型のシリコン基板（図３の２１
０）にそれぞれ０〔Ｖ〕及び消去電圧を印加させることにより、前記フローティングゲー
ト（図３の２２０）内に貯蔵された電荷を前記基板（図３の２１０）に移動させてスレシ
ョルド電圧を負（－）の値に変化させる。
【００１２】
以下、従来の技術によるフラッシュメモリ素子を添付した図面に基づき詳しく説明する。
図４は従来の技術によるＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子のセルアレイ領域の一部を示
す等価回路図であり、図５は選択されないセルトランジスタのスレショルド電圧Ｖｔｈの
変化をパス電圧Ｖｐａｓｓに応じて示したグラフである。
【００１３】
図４を参照すれば、従来の技術によるフラッシュメモリ素子の第１ストリング１１０は、
第１ビットラインＢ／Ｌ１、共通ソースラインＳ／Ｌ、前記第１ビットラインＢ／Ｌ１と
前記共通ソースラインＳ／Ｌの間に直列に連結されたストリング選択トランジスタＳ１、
複数のセルトランジスタＣ１，……，Ｃｎ及びソース選択トランジスタＳ２で構成される
。さらに、第２ストリング１２０は、第２ビットラインＢ／Ｌ２、前記共通ソースライン
Ｓ／Ｌ、前記第１ビットラインＢ／Ｌ１と前記共通ソースラインＳ／Ｌの間に直列に連結
されたストリング選択トランジスタＳ１′、複数のセルトランジスタＣ１′，……，Ｃｎ
′及びソース選択トランジスタＳ２′で構成される。ここで、前記第１ストリング１１０
及び前記第２ストリング１２０は互いに隣接するように配置されて共通ソースラインＳ／
Ｌを共有する。そして、前記第１ストリング１１０を構成するストリング選択トランジス
タＳ１のゲート電極と第２ストリング１２０を構成するストリング選択トランジスタＳ１
′のゲート電極はストリング選択ラインＳＳＬ１により連結される。ここで、第１ストリ
ング１１０を構成する複数のセルトランジスタＣ１，……，Ｃｎのコントロールゲートと
第２ストリング１２０を構成する複数のセルトランジスタＣ１′，……，Ｃｎ′のコント
ロールゲートは第１ワードラインＷ／Ｌ１乃至ｎ番目のワードラインＷ／Ｌｎにより１：
１に連結される。さらに、第１ストリング１１０を構成するソース選択トランジスタＳ２
のゲート電極と第２ストリング１２０を構成するソース選択トランジスタＳ２′のゲート
電極はソース選択ラインＳＳＬ２により連結される。
【００１４】
前記ストリング選択トランジスタＳ１，Ｓ１′及びソース選択トランジスタＳ２，Ｓ２′
はチャンネル増加型のＮＭＯＳトランジスタで構成される。
上述した従来のフラッシュメモリ素子は一つのボディー、すなわち一つのＰウェル領域上
に形成されて全てのストリング１１０，１２０が前記一つのボディーを共通に用い、前記
ストリング１１０，１２０のソースは互いに連結される。ここで、一つのＰウェル領域に
ウェルピックアップラインＷＰＬを通して所定の電圧が印加される。
【００１５】
以下、上述した従来のＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子の動作を詳しく説明する。
従来のセルトランジスタから選択された一つのセルトランジスタ、例えば第１ストリング
１１０のセルトランジスタＣ１をプログラムさせる動作を調べる。先ず、第１ビットライ
ンＢ／Ｌ１及び第２ビットラインＢ／Ｌ２にそれぞれ０〔Ｖ〕及び電源電圧Ｖｃｃを印加
し、ストリング選択ラインＳＳＬ１に電源電圧Ｖｃｃを印加することにより、前記ストリ
ング選択トランジスタＳ１を“オン”させる。さらに、前記ソース選択ラインＳＳＬ２に
０〔Ｖ〕を印加して前記ソース選択トランジスタＳ２，Ｓ２′を“オフ”させる。
【００１６】
その後、第１ワードラインＷ／Ｌ１を通して選択されたセルトランジスタＣ１のコントロ
ールゲートに約１８〔Ｖ〕のプログラム電圧を印加し、前記ウェルピックアップラインＷ
ＰＬを通してボディーには０〔Ｖ〕を印加することにより、前記セルトランジスタＣ１の
チャンネル領域からフローティングゲートに電子を移動させるＦ－Ｎトンネル効果を発生
させる。
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【００１７】
ここで、選択されないワードラインＷ／Ｌ２，……，Ｗ／Ｌｎには約１０〔Ｖ〕程度のパ
ス電圧Ｖｐａｓｓを印加する。この際、第１ストリング１１０を構成するセルトランジス
タＣ１，……，Ｃｎのチャンネル領域には０〔Ｖ〕の電圧が印加されて選択されないセル
トランジスタＣ２，……，Ｃｎのチャンネル領域からフローティングゲートに小量の電子
が流れ込む微細なＦ－Ｎトンネル電流が発生する。これにより、第１ストリング１１０内
の選択されないセルトランジスタＣ２，……，Ｃｎのスレショルド電圧Ｖｔｈは、図５の
曲線（ａ）のように一定の電圧以上でパス電圧Ｖｐａｓｓが増えるほど、急激に増える。
【００１８】
一方、第２ストリング１２０を構成するストリング選択トランジスタＳ１′とこれに隣接
するセルトランジスタＣ１′の間のソース／ドレイン領域、すなわち、ノードＮは初期の
電圧が〔電源電圧Ｖｃｃ－ソース選択トランジスタＳ２′のスレショルド電圧〕の値を示
す。その後、選択された第１ワードラインＷ／Ｌ１及び選択されないワードラインＷ／Ｌ
２，……，Ｗ／Ｌｎにそれぞれプログラム電圧Ｖｐｇｍ及びパス電圧Ｖｐａｓｓが印加さ
れると、前記ノードＮは第２ストリング１２０を構成するセルトランジスタＣ１′，……
，Ｃｎのソース／ドレイン領域及びチャンネル領域と共に第２ストリング１２０のセルト
ランジスタのゲートキャパシタンスによる容量性結合により前記パス電圧Ｖｐａｓｓとプ
ログラム電圧Ｖｐｇｍの間の値を有するブスート電圧Ｖｂｏｏｓｔに増える。これに対す
る測定結果は図５の曲線（ｂ）のように示された。
【００１９】
結果的に、選択されないセルトランジスタのスレショルド電圧の変化量を極小とするため
には、図５からパス電圧Ｖｐａｓｓが１０〔Ｖ〕～１２〔Ｖ〕の値でなければならないと
いうことがわかる。
さらに、前記ブスート電圧Ｖｂｏｏｓｔは電源電圧Ｖｃｃが減少すると、これと共に減少
する。これにより、低電力フラッシュメモリ素子に適するように電源電圧を減少させると
、前記セルトランジスタＣ１′のスレショルド電圧がより増える問題点が発生する。
【００２０】
その上、一つのストリングがより多いセルトランジスタで構成される場合には、容量性結
合が変化して第２ストリング１２０内のセルトランジスタのチャンネル領域及びソース／
ドレイン領域の電圧、すなわち、ブスート電圧Ｖｂｏｏｓｔはパス電圧Ｖｐａｓｓにより
近い値を有するため、セルトランジスタＣ１′のスレショルド電圧をさらに立上げる。
【００２１】
従来の技術によるＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子の読出し動作を説明すると、次のと
おりである。例えば、第１ストリング１１０のセルトランジスタＣ１に貯蔵された情報を
読出すためには、先ず、ストリング選択ラインＳＳＬ１及びソース選択ラインＳＳＬ２に
はいずれも電源電圧Ｖｃｃを印加して前記ストリング選択トランジスタＳ１及びソース選
択トランジスタＳ２を“オン”させ、共通ソースラインＳ／Ｌに０〔Ｖ〕を印加する。
【００２２】
その後、選択された第１ワードラインＷ／Ｌ１及び選択されないワードラインＷ／Ｌ２，
……，Ｗ／ｎにはそれぞれ０〔Ｖ〕及び電源電圧Ｖｃｃを印加し、ボディーには０〔Ｖ〕
を印加する。選択された第１ビットラインＢ／Ｌ１には所定の読出し電圧Ｖｒｅａｄを印
加してセルトランジスタＣ１を通して流れる電流を感知して論理“１”または論理“０”
の状態を判別する。
【００２３】
従来の技術による消去動作は、例えば、第１ストリング１１０のセルトランジスタＣ１に
貯蔵された情報を消去する場合、前記選択されたセルトランジスタＣ１のコントロールゲ
ートに連結される第１ワードラインＷ／Ｌ１には０〔Ｖ〕を印加し、ボディーにはウェル
ピックアップラインＷＰＬを通して２０Ｖの消去電圧を印加し、全ての他のラインはフロ
ーティングさせて前記選択されたセルトランジスタＣ１のフローティングゲートからチャ
ンネル領域にＦ－Ｎトンネル現象により電子を注入させることによりなる。この際、全て
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のストリングは一つのボディーを共有するため、前記選択された第１ワードラインＷ／Ｌ
１に連結された非選択されたトランジスタＣ１′の情報も消去される問題点がある。
【００２４】
一方、従来の技術によるスタンバイ動作は、ボディーには０〔Ｖ〕を印加し、他の全ての
ラインはフローティングさせることにより現在の状態を保つ。
上述した動作の従来の技術によるフラッシュメモリ素子は、プログラム電圧Ｖｐｇｍ及び
パス電圧Ｖｐａｓｓにより選択されないセルトランジスタのスレショルド電圧が変化する
。ストリング内のセルトランジスタの数が増えるほど、容量性結合の効率が減少すること
を防止するために低い電源電圧を用いにくいので、最近の低電力素子の具現には不向きで
ある。
【００２５】
さらに、ボディーが共通に連結されるため、消去動作時に選択されたワードラインに連結
された全てのセルトランジスタの情報が同時に消去されて望まないセルトランジスタの情
報も消去されるという問題点がある。
【００２６】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明は上述した問題点を解決するために案出されたものであり、互いに独
立したボディー上に各々のストリングを形成し、独立したボディーとそのボディーに形成
されたストリングのソース領域をソースボディーラインで連結させることにより、プログ
ラム電圧Ｖｐｇｍ及びパス電圧Ｖｐａｓｓによるストレスを最小化して選択されないセル
トランジスタのスレショルド電圧が変化する現象を極小とし、所望のストリング内の選択
されたセルトランジスタのみを消去させるのみならず、ストリング内のセルトランジスタ
の数を増やしても、安定するプログラム動作を実現することのできるフラッシュメモリ素
子を提供することを目的とする。
【００２７】
本発明の他の目的は前記フラッシュメモリ素子の正確な動作遂行に好適なフラッシュメモ
リ素子の駆動方法を提供することにある。
【００２８】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために本発明のフラッシュメモリ素子は、順次に直列に連結された第
１選択トランジスタ、各々がフローティングゲート及びコントロールゲート電極を有する
複数のセルトランジスタ及び第２選択トランジスタで構成されて第１ボディーに形成され
た第１ストリングと、順次に直列に連結された第３選択トランジスタ、各々がフローティ
ングゲート及びコントロールゲート電極を有する複数のセルトランジスタ及び第４選択ト
ランジスタで構成されて前記第１ボディーから独立した第２ボディーに形成された第２ス
トリングとよりなる一対のストリングがマトリックス状に配列されたセルアレイ領域を備
えるフラッシュメモリ素子において、前記第１選択トランジスタのソース領域と前記第１
ボディーを連結する第１ソースボディーラインと、前記第２選択トランジスタのドレイン
領域と前記第３選択トランジスタのドレイン領域を連結する一本のビットラインと、前記
第４選択トランジスタのソース領域と前記第２ボディーを連結する第２ソースボディーラ
インと、前記第１選択トランジスタのゲート電極と前記第３選択トランジスタのゲート電
極を連結する第１ストリング選択ラインと、前記第２選択トランジスタのゲート電極と前
記第４選択トランジスタのゲート電極を連結する第２ストリング選択ラインと、前記第１
ストリングを構成する各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極と前記第２スト
リングを構成する各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極を１：１に連結させ
る複数本のワードラインとを含むことを特徴とする。
【００２９】
前記目的を達成するために本発明のさらに他のフラッシュメモリ素子は、順次に直列に連
結された第１選択トランジスタ、各々がフローティングゲート及びコントロールゲート電
極を有する複数のセルトランジスタ、第２選択トランジスタ及び第３選択トランジスタで
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構成されて第１ボディーに形成された第１ストリングと、順次に直列に連結された第４選
択トランジスタ、各々がフローティングゲート及びコントロールゲート電極を有する複数
のセルトランジスタ、第５選択トランジスタ及び第６選択トランジスタで構成されて前記
第１ボディーから隔離された第２ボディーに形成された第２ストリングとよりなる一対の
ストリングがマトリックス状に配列されたセルアレイ領域を備えるフラッシュメモリ素子
である。
【００３０】
前記第１選択トランジスタのソース領域と前記第１ボディーを連結する第１ソースボディ
ーラインと、前記第３選択トランジスタのドレイン領域と前記第４選択トランジスタのド
レイン領域を連結する一本のビットラインと、前記第６選択トランジスタのソース領域と
前記第２ボディーを連結する第２ソースボディーラインと、前記第１選択トランジスタの
ゲート電極と前記第４選択トランジスタのゲート電極を連結する第１ストリング選択ライ
ンと、前記第２選択トランジスタのゲート電極と前記第５選択トランジスタのゲート電極
を連結する第２ストリング選択ラインと、前記第３選択トランジスタのゲート電極と前記
第６選択トランジスタのゲート電極を連結する第３ストリング選択ラインと、前記第１ス
トリングを備える各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極と前記第２ストリン
グを構成する各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極を１：１に連結させる複
数本のワードラインとを含むことを特徴とする。
【００３１】
前記他の目的を達成するための本発明のフラッシュメモリ素子の駆動方法は、第１ボディ
ーに順次に直列連結された第１選択トランジスタ、各々がフローティングゲート及びコン
トロールゲート電極を有する複数のセルトランジスタ及び前記第１選択トランジスタと異
なるスレショルド電圧を有する第２選択トランジスタで構成された第１ストリングと、前
記第１ボディーから隔離された第２ボディーに順次に直列連結された第３選択トランジス
タ、各々がフローティングゲート及びコントロールゲート電極を有する複数のセルトラン
ジスタ及び前記第３選択トランジスタと異なるスレショルド電圧を有する第４選択トラン
ジスタで構成された第２ストリングと、前記第１選択トランジスタのソース領域と前記第
１ボディーを連結する第１ソースボディーラインと、前第２選択トランジスタのドレイン
領域と前記第３選択トランジスタのドレイン領域を連結する一本のビットラインと、前記
第４選択トランジスタのソース領域と前記第２ボディーを連結する第２ソースボディーラ
インと、前記第１選択トランジスタのゲート電極と前記第３選択トランジスタのゲート電
極を連結する第１ストリング選択ラインと、前記第２選択トランジスタのゲート電極と前
記第４選択トランジスタのゲート電極を連結する第２ストリング選択ラインと、前記第１
ストリングを構成する各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極と前記第２スト
リングを構成する各々のセルトランジスタのコントロールゲート電極を１：１に連結する
複数本のワードラインとを備えるフラッシュメモリ素子の駆動方法である。
【００３２】
前記ビットラインに０Ｖを印加し、前記第１及び第２ストリング選択ラインに相異なる第
１及び第２電圧を印加して一つのストリングを選択し、前記複数本のワードラインのうち
、選択されたワードライン及び選択されないワードラインにそれぞれプログラム電圧Ｖｐ
ｇｍ及びパス電圧Ｖｐａｓｓを印加し、前記選択されたストリングに連結されるソースボ
ディーライン及び前記選択されないストリングに連結されるソースボディーラインにそれ
ぞれ０Ｖ及びプログラム防止電圧Ｖｐｉを印加することにより、前記選択されたストリン
グのセルトランジスタのうち、前記選択されたワードラインと交叉するセルトランジスタ
を選択的にプログラムさせる動作と、前記複数本のワードラインのうち、選択されたワー
ドラインに０Ｖを印加し、前記一対のストリングのうち、選択されたストリングに連結さ
れたソースボディーラインに消去電圧Ｖｅｒａｓｅを印加し、前記複数本のワードライン
のうち、前記選択されたワードラインを除いた選択されないワードラインはフローティン
グさせるか、消去防止電圧Ｖｅｉを印加し、前記ビットライン、前記第１及び第２ストリ
ング選択ライン及び前記選択されないストリングに連結されたソースボディーラインはフ
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ローティングさせることにより、前記選択されたストリングのセルトランジスタのうち、
前記選択されたワードラインと交叉するセルトランジスタを選択的に消去させる動作と、
前記ビットラインにＶｃｃを印加し、前記第１及び第２ストリング選択ラインに相異なる
第３及び第４電圧を印加して一つのストリングを選択し、前記複数本のワードラインのう
ち、選択されたワードライン及び選択されないワードラインにそれぞれ０Ｖ及び読出し電
圧Ｖｒｅａｄを印加し、前記第１及び第２ソースボディーラインに０Ｖを印加することに
より、前記選択されたストリングのセルトランジスタのうち、前記選択されたワードライ
ンと交叉するセルトランジスタの情報を選択的に読出す動作のうち、少なくともいずれか
一つの動作を行うことを特徴とする。
【００３３】
前記他の目的を達成するための本発明のさらに他のフラッシュメモリ素子の駆動方法は、
第１ボディーに順次に直列連結された第１選択トランジスタ、各々がフローティングゲー
ト及びコントロールゲート電極を有する複数のセルトランジスタ、第２選択トランジスタ
及び第３選択トランジスタで構成された第１ストリングと、前記第１ボディーから隔離さ
れた第２ボディーに順次に直列連結された第４選択トランジスタ、各々がフローティング
ゲート及びコントロールゲート電極を有する複数のセルトランジスタ、第５選択トランジ
スタ及び第６選択トランジスタで構成された第２ストリングと、前記第１選択トランジス
タのソース領域と前記第１ボディーを連結する第１ソースボディーラインと、前記第３選
択トランジスタのドレイン領域と前記第４選択トランジスタのドレイン領域を連結する一
本のビットラインと、前記第６選択トランジスタのソース領域と前記第２ボディーを連結
する第２ソースボディーラインと、前記第１選択トランジスタのゲート電極と前記第４選
択トランジスタのゲート電極を連結する第１ストリング選択ラインと、前記第２選択トラ
ンジスタのゲート電極と前記第５選択トランジスタのゲート電極を連結する第２ストリン
グ選択ラインと、前記第３選択トランジスタのゲート電極と前記第６選択トランジスタの
ゲート電極を連結する第３ストリング選択ラインと、前記第１ストリングを構成する各々
のセルトランジスタのコントロールゲート電極と前記第２ストリングを構成する各々のセ
ルトランジスタのコントロールゲート電極を１：１に連結させる複数本のワードラインを
備えるフラッシュメモリ素子の駆動方法である。
【００３４】
前記ビットラインに０Ｖを印加し、前記各々のストリング選択ラインに０Ｖ及びＶｃｃの
うち、いずれか一つの電圧を印加して一つのストリングを選択し、前記複数本のワードラ
インのうち、選択されたワードライン及び選択さらないワードラインにそれぞれプログラ
ム電圧Ｖｐｇｍ及びパス電圧Ｖｐａｓｓを印加し、前記選択されたストリングに連結され
るソースボディーライン及び前記選択されないストリングに連結されるソースボディーラ
インにそれぞれ０Ｖ及びプログラム防止電圧Ｖｐｉを印加することにより、前記選択され
たストリングのセルトランジスタのうち、前記選択されたワードラインと交叉するセルト
ランジスタを選択的にプログラムさせる動作と、前記複数本のワードラインのうち、選択
されたワードラインに０Ｖを印加し、前記一対のストリングのうち、選択されたストリン
グに連結されたソースボディーラインに消去電圧Ｖｅｒａｓｅを印加し、前記複数本のワ
ードラインのうち、前記選択されたワードラインを除いた選択されないワードラインはフ
ローティングさせるか、消去防止電圧Ｖｅｉを印加し、前記ビットライン、前記第１乃至
第３ストリング選択ライン及び前記選択されないストリングに連結されたソースボディー
ラインはフローティングさせることにより、前記選択されたストリングのセルトランジス
タのうち、前記選択されたワードラインと交叉するセルトランジスタを選択的に消去させ
る動作と、前記ビットラインにＶｃｃを印加し、前記各々のストリング選択ラインに読出
し電圧Ｖｒｅａｄ及び０Ｖのうち、いずれか一つの電圧を印加してストリングを選択し、
前記複数本のワードラインのうち、選択されたワードライン及び選択されないワードライ
ンにそれぞれ０Ｖ及び読出し電圧Ｖｒｅａｄを印加し、前記第１及び第２ソースボディー
ラインに０Ｖを印加することにより、前記選択されたストリングのセルトランジスタのう
ち、前記選択されたワードラインと交叉するセルトランジスタの情報を選択的に読出す動
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作のうち、いずれか一つの動作を行うことを特徴とする。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下、添付した図面に基づき本発明の実施の形態を詳しく説明する。
図６及び図７はそれぞれ本発明の第１実施例によるフラッシュメモリ素子のストリングブ
ロック及び第２実施例によるフラッシュメモリ素子のストリングブロックを示す等価回路
図であり、図８は本発明によるセルトランジスタのスレショルド電圧Ｖｔｈの特性をプロ
グラム防止電圧Ｖｐｉに対して示すグラフである。
【００３６】
（第１実施例）
図６を参照すれば、本発明の第１実施例によるフラッシュメモリ素子の一対のストリング
ブロックは、一本のビットラインＢ／Ｌ、前記ビットラインＢ／Ｌを共有しつつ相異なる
ボディー、例えば互いに隣接する第１Ｐウェル領域及び第２Ｐウェル領域にそれぞれ形成
された第１ストリング１０及び第２ストリング２０で構成される。前記第１ストリング１
０は前記ビットラインＢ／Ｌに連結された第２選択トランジスタ部、前記第２選択トラン
ジスタ部に連結された第１セルトランジスタ部及び前記第１セルトランジスタ部に連結さ
れた第１選択トランジスタ部で構成される。ここで、前記第１選択トランジスタ部は一つ
の第１選択トランジスタ１１で構成され、前記第１選択トランジスタ１１のソース領域と
前記第１Ｐウェル領域は第１ソースボディーラインＳＢＬ１を通して互いに連結される。
かつ、前記第２選択トランジスタ部は一つの第２選択トランジスタ１２で構成され、前記
第１セルトランジスタ部は直列に連結された複数のセルトランジスタＣｎ，……，Ｃ１で
構成される。
【００３７】
さらに、前記第２ストリング２０は前記ビットラインＢ／Ｌに連結された第３選択トラン
ジスタ部、前記第３選択トランジスタ部に連結された第２セルトランジスタ部及び前記第
２セルトランジスタ部に連結された第４選択トランジスタ部で構成される。ここで、前記
第３選択トランジスタ部は一つの第３選択トランジスタ２１で構成され、前記第４選択ト
ランジスタ部は一つの第４選択トランジスタ２２で形成される。前記第４選択トランジス
タ２２のソース領域と前記第２Ｐウェル領域は第２ソースボディーラインＳＢＬ２を通し
て互いに連結される。ここで、前記第２セルトランジスタ部は直列に連結された複数のセ
ルトランジスタＣ１′，……，Ｃｎ′で構成される。
【００３８】
このように構成された第１ストリング１０及び第２ストリング２０は、第１ストリング１
０の第１選択トランジスタ１１と第２ストリング２０の第３選択トランジスタ２１が互い
に隣接し、第１ストリング１０の第２選択トランジスタ１２と第２ストリング２０の第４
選択トランジスタ２２が互いに隣接するように配置される。前記第１選択トランジスタ１
１のゲート電極及び第３選択トランジスタ２１のゲート電極は第１ストリング選択ライン
ＳＳＬ１により連結される。前記第２選択トランジスタ１２のゲート電極及び第４選択ト
ランジスタ２２のゲート電極は第２ストリング選択ラインＳＳＬ２により連結される。前
記第１ストリング１０を構成するセルトランジスタＣ１，……，Ｃｎのコントロールゲー
ト電極及び前記第２ストリング２０を構成するセルトランジスタＣ１′，……，Ｃｎ′の
コントロールゲート電極は前記第１及び第２ストリング選択ラインＳＳＬ１，ＳＳＬ２に
平行に配置された第１ワードライン乃至ｎ番目のワードラインＷ／Ｌ１，……Ｗ／Ｌｎを
通して１：１に連結される。
【００３９】
前記第１ストリン１０及び第２ストリング２０の各選択トランジスタ１１，１２，２１，
２２はチャンネル増加型のＮＭＯＳトランジスタで構成される。前記第１及び第２ソース
ボディーラインＳＢＬ１，ＳＢＬ２はビットラインＢ／Ｌとは相異なる配線層で形成され
る。
本発明において、前記選択トランジスタ及びセルトランジスタのソース／ドレイン領域は
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Ｎ型の不純物でドーピングされ、前記ボディーはＰ型領域、例えばＰウェル領域である。
かつ、前記ビットラインＢ／Ｌ及び前記ソースボディラインＳＢＬ１，ＳＢＬ２はそれぞ
れポリサイドなどの耐熱性金属及びアルミニウムで形成することが望ましい。
【００４０】
さらに、第１及び第２選択トランジスタ１１，１２は相異なるスレショルド電圧を有する
ように形成することが望ましい。同様に第３及び第４選択トランジスタ２１，２２も相異
なるスレショルド電圧を有するように形成することが望ましい。より具体的に説明すると
、第１及び第４選択トランジスタ１１，２２のスレショルド電圧は２〔Ｖ〕であり、第２
及び第３選択トランジスタ１２，２１のスレショルド電圧は０．５〔Ｖ〕であることが望
ましい。
【００４１】
このような構成を有する本発明によるフラッシュメモリ素子の選択されたセルトランジス
タ、例えばセルトランジスタＣ１にのみ選択的に情報を貯蔵させるプログラム動作につい
て説明する。先ず、前記第１及び第２ストリング選択ラインＳＳＬ１，ＳＳＬ２にそれぞ
れ０〔Ｖ〕及び電源電圧Ｖｃｃを印加して第１及び第２選択トランジスタ１１，１２をそ
れぞれ“オフ”及び“オン”させ、第３及び第４選択トランジスタ２１，２２をそれぞれ
“オフ”及び“オン”させることにより、第１ストリング１０を選択する。ここで、第２
ストリング２０を選択する場合には、第１及び第２ストリング選択ラインＳＳＬ１，ＳＳ
Ｌ２にそれぞれ電源電圧Ｖｃｃ及び０〔Ｖ〕を印加する。引き続き、ビットラインＢ／Ｌ
及び選択された第１ワードラインＷ／Ｌ１にそれぞれ０〔Ｖ〕及び１５〔Ｖ〕～２０〔Ｖ
〕程度のプログラム電圧Ｖｐｇｍを印加し、選択されない第２ストリング２０の第２ソー
スボディーラインＳＢＬ２には第２ストリング２０のセルトランジスタＣ１′，……，Ｃ
ｎ′がプログラムされる現象を防止するため、電源電圧Ｖｃｃ～７〔Ｖ〕のプログラム防
止電圧Ｖｐｉを印加する。そして、選択されないワードラインＷ／Ｌ２，……，Ｗ／Ｌｎ
には選択されないセルトランジスタをターンオンさせることのできる低い電圧、例えば１
〔Ｖ〕～電源電圧Ｖｃｃのパス電圧Ｖｐａｓｓを印加する。かつ、第１ソースボディーラ
インＳＢＬ１には０〔Ｖ〕を印加する。
【００４２】
上述したように、各々の制御ラインに所定の電圧を加えると、選択されたセルトランジス
タＣ１のチャンネル領域はターンオンされた第２選択トランジスタ１２及びターンオンさ
れた複数のセルトランジスタＣ２，……，Ｃｎを通して０〔Ｖ〕が印加されたビットライ
ンＢ／Ｌに電気的に連結された状態であるため、ビットラインＢ／Ｌと同一な０〔Ｖ〕の
電圧を有する。前記選択されたセルトランジスタＣ１のコントロールゲートには第１ワー
ドラインＷ／Ｌ１を通して１５〔Ｖ〕～２０〔Ｖ〕の高いプログラム電圧Ｖｐｇｍが印加
されるため、前記選択されたセルトランジスタＣ１のチャンネル領域からフローティング
ゲートにトンネル酸化膜を通過するトンネル電子が注入される。これにより、選択された
セルトランジスタＣ１は少なくとも１〔Ｖ〕以上のスレショルド電圧を有する。この際、
前記第１ワードラインＷ／Ｌ１に印加されるプログラム電圧Ｖｐｇｍにより前記第２スト
リング２０のセルトランジスタＣ１′がプログラムされる現象を防止するため、上述した
ように第２ソースボディーラインＳＢＬ２には電源電圧Ｖｃｃ～７〔Ｖ〕のプログラム防
止電圧Ｖｐｉを印加する。これにより、前記プログラム防止電圧Ｖｐｉはターンオンされ
た第４選択トランジスタ２２及びこれに連結されてパス電圧Ｖｐａｓｓによりターンオン
された複数のセルトランジスタＣ２′，……，Ｃｎ′を通して前記セルトランジスタＣ１
′のチャンネル領域に印加される。その結果、前記セルトランジスタＣ１′のコントロー
ルゲート電極とチャンネル領域との間にはプログラム電圧Ｖｐｇｍとプログラム防止電圧
Ｖｐｉとの差に該当する電界が形成される。この電界はセルトランジスタＣ１′のフロー
ティングゲートの下方に形成されたトンネル酸化膜を通して電子のトンネル現象を発生さ
せるには充分でない。かつ、前記選択されないワードラインＷ／Ｌ２，……，Ｗ／Ｌｎに
加えられたパス電圧Ｖｐａｓｓが変化しても、セルトランジスタＣ１′のチャンネル領域
に印加されたプログラム防止電圧Ｖｐｉは変化しない。したがって、パス電圧Ｖｐａｓｓ
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の変化は選択されないセルトランジスタＣ１′のスレショルド電圧の変化に影響を及ぼさ
ない。これに対する結果が図８に示され、本発明の効果の説明時に詳しく説明する。
【００４３】
上述したように前記選択されないワードラインＷ／Ｌ２，……，Ｗ／Ｌｎには１〔Ｖ〕～
電源電圧Ｖｃｃの低いパス電圧Ｖｐａｓｓが加えられるため、前記パス電圧Ｖｐａｓｓが
電源電圧Ｖｃｃ以下の範囲で変化しても、前記第１ストリング１０内の選択されないセル
トランジスタＣ２，Ｃ３，．，ＣｎはＦ－Ｎトンネル現象を発生しない。
【００４４】
さらに、第２ストリング２０内の選択されないセルトランジスタＣ２′，……，Ｃｎ′は
コントロールゲートに印加されたパス電圧Ｖｐａｓｓとチャンネル領域に印加されたプロ
グラム防止電圧Ｖｐｉとの差が少なくてフローティングゲートからチャンネル領域へのＦ
－Ｎトンネル現象は発生しない。
一方、本発明の消去動作は、選択されたワードラインに０〔Ｖ〕を印加し、選択されたス
トリングのソースボディーラインには消去電圧を印加することにより行われる。
【００４５】
前記消去動作時、選択されないワードラインにはフローティングゲートからチャンネル領
域へのトンネル現象が発生しないようにする消去防止電圧Ｖｅｉを印加するか、フローテ
ィングさせる。この際、前記消去防止電圧Ｖｅｉとしては、Ｖｃｃ乃至１０〔Ｖ〕を用い
る。
例えば、前記第１ストリング１０のセルトランジスタＣ１に貯蔵された情報を消去させる
場合、第１ワードラインＷ／Ｌ１に０〔Ｖ〕を印加すると共に、前記第１ソースボディー
ラインＳＢＬ１には前記セルトランジスタＣ１のフローティングゲートからチャンネル領
域にＦ－Ｎトンネル現象を発生させるために１５〔Ｖ〕～２０〔Ｖ〕程度の消去電圧を印
加する。この際、前記第１ワードラインＷ／Ｌ１を除く選択されないワードラインＷ／Ｌ
２，……，Ｗ／Ｌｎには、選択されないセルトランジスタＣ２，……，Ｃｎの情報が消去
される現象を発生しないように５Ｖ～１０Ｖの消去防止電圧Ｖｅｉを印加することが望ま
しくい。この際、その他の制御ライン、例えば第１及び第２ストリング選択ラインＳＳＬ
１，ＳＳＬ２、第２ソースボディーラインＳＢＬ２及びビットラインＢ／Ｌはフローティ
ングさせる。このように各々のストリングごとに独立的にソースボディーラインを備えて
選択されないストリングのソースボディーラインをフローティングさせることにより、選
択されたワードラインに連結され、選択されないストリングに含まれたセルトランジスタ
が消去される現象を防止することができる。上述したように消去動作を行うと、選択され
たセルトランジスタのスレショルド電圧は－３〔Ｖ〕以下の値を有する。
【００４６】
一方、本発明の読だし動作を説明すると、次のとおりである。例えば、第１ストリング１
０のセルトランジスタＣ１に貯蔵された情報を読出すためには、先ず、第１ストリング選
択ラインＳＳＬ１には第１読出し電圧Ｖｒｅａｄ１、例えば電源電圧Ｖｃｃと等しいか、
高い電圧を印加し、第２ストリング選択ラインＳＳＬ２には第２読出し電圧Ｖｒｅａｄ２
、例えば第２及び第３選択トランジスタ１２，２１のスレショルド電圧より大きく、第１
及び第４選択トランジスタ１１，２２のスレショルド電圧よりは小さい電圧を印加する。
その結果、前記第１、第２及び第３選択トランジスタ１１，１２，３１はターンオンされ
、前記第４選択トランジスタ２２はターンオフされる。したがって、選択されたセルトラ
ンジスタＣ１を備える第１ストリング１０の第１及び第２選択トランジスタ１１，１２は
いずれもターンオンされるが、第２ストリング２０の第４選択トランジスタ２２はターン
オフされて第１ストリング１０が選択される。第２ストリング２０を選択しようとする場
合には第１ストリング選択ラインＳＳＬ１には第２読出し電圧Ｖｒｅａｄ２を印加し、第
２ストリング選択ラインＳＳＬ２には第１読出し電圧Ｖｒｅａｄ１を印加する。
【００４７】
引き続き、ビットラインＢ／Ｌには電源電圧Ｖｃｃを印加し、選択された第１ワードライ
ンＷ／Ｌ１には０〔Ｖ〕を印加し、選択されないワードラインＷ／Ｌ２，……，Ｗ／Ｌｎ
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には所定の電圧、例えば２〔Ｖ〕～電源電圧Ｖｃｃの読出し電圧Ｖｒｅａｄを印加する。
そして、第１及び第２ソースボディーラインＳＢＬ１，ＳＢＬ２には０〔Ｖ〕を印加する
。
【００４８】
このように選択されたセルトランジスタＣ１に貯蔵された情報を読出すため、各々の制御
ラインに所定の電圧を印加すると、前記選択されたセルトランジスタＣ１がプログラムさ
れて１〔Ｖ〕より高いスレショルド電圧を有する場合、前記ビットラインＢ／Ｌと前記第
１ソースボディーラインＳＢＬ１との間には電流が流れない。一方、前記選択されたセル
トランジスタＣ１が消去されて－３〔Ｖ〕以下の低いスレショルド電圧を有する場合、前
記ビットラインＢ／Ｌと前記第１ソースボディーラインＳＢＬ１との間には電流が流れる
。したがって、ビットラインＢ／Ｌに流れる電流を感知することにより、選択されたセル
トランジスタＣ１の情報を判断することができる。
【００４９】
一方、本発明の第１実施例によるフラッシュメモリ素子のスタンバイ動作は、全てのソー
スボディーライン、すなわち第１及び第２ソースボディーラインＳＢＬ１，ＳＢＬ２に０
〔Ｖ〕を印加し、その他の制御ラインはフローティングさせることにより行われる。
上述した本発明の動作は下記の表１のように要約できる。
【００５０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５１】
表１で選択されないビットラインは図６に示された一対のストリングの周辺に配置された
他のビットライン（図示せず）を指す。
（第２実施例）
図７を参照すれば、本発明の第２実施例によるフラッシュメモリ素子の一対のストリング
ブロックは、一本のビットラインＢ／Ｌ、前記ビットラインＢ／Ｌを共有しつつ、相異な
るボディー、例えば互いに隣接する第１Ｐウェル領域及び第２Ｐウェル領域にそれぞれ形
成された第１ストリング１０及び第２ストリング　２０で構成される。前記第１ストリン
グ１０は前記ビットラインＢ／Ｌに連結された第２選択トランジスタ部、前記第２選択ト
ランジスタ部に連結された第１セルトランジスタ部及び前記第１セルトランジスタ部に連
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結された第１選択トランジスタ部で構成される。ここで、前記第１選択トランジスタ部は
一つの第１選択トランジスタ１１で構成され、前記第２選択トランジスタ部は互いに直立
に連結された第２及び第３選択トランジスタ１２，１３で構成される。前記第２選択トラ
ンジスタ１２は前記第１セルトランジスタ部に連結され、前記第３選択トランジスタ１３
は前記ビットラインＢ／Ｌに連結される。かつ、前記第１セルトランジスタ部は複数のセ
ルトランジスタＣｎ，……，Ｃ１で構成され、前記第１選択トランジスタ１１のソース領
域と前記第１Ｐウェル領域は第１ソースボディーラインＳＢＬ１を通して互いに連結され
る。
【００５２】
さらに、前記第２ストリング２０は前記ビットラインＢ／Ｌに連結された第３選択トラン
ジスタ部、前記第３選択トランジスタ部に連結された第２セルトランジスタ部及び前第２
セルトランジスタ部に連結された第４選択トランジスタ部で構成される。ここで、前記第
３選択トランジスタ部は一つの第４選択トランジスタ２１で構成され、前記第４選択トラ
ンジスタ部は互いに直列に連結された第５及び第６選択トランジスタ２２，２３で構成さ
れる。前記第５選択トランジスタ２２は前記第２セルトランジスタ部に連結され、前記第
６選択トランジスタ２３は前記ビットラインＢ／Ｌに連結される。かつ、前記第２セルト
ランジスタ部は複数のセルトランジスタＣ１′，……，Ｃｎ′で構成され、前記６選択ト
ランジスタ２３のソース領域と前記第２Ｐウェル領域は第２ソースボディーラインＳＢＬ
２を通して互いに連結される。
【００５３】
このように構成された第１ストリング１０及び第２ストリング２０は、第１ストリング１
０の第１選択トランジスタ１１と第２ストリング２０の第４選択トランジスタ２１が互い
に隣接し、第１ストリング１０の第３選択トランジスタ１３と第２ストリング２０の第６
選択トランジスタ２３が互いに隣接するように配置される。前記第１選択トランジスタ１
１のゲート電極及び第４選択トランジスタ２１のゲート電極は第１ストリング選択ライン
ＳＳＬ１により連結される。前記第２選択トランジスタ１２のゲート電極及び第５選択ト
ランジスタ２２のゲート電極は第２ストリング選択ラインＳＳＬ２により連結される。前
記第３選択トランジスタ１３のゲート電極及び前記第６選択トランジスタ２３のゲート電
極は第３ストリング選択ラインＳＳＬ３により互いに連結される。ここで、前記第２及び
第６選択トランジスタ１２，２３はチャンネル空乏型のＮＭＯＳトランジスタであり、前
記第１及び第３選択トランジスタ１１，１３と前記第４及び第５選択トランジスタ２１，
２２はチャンネル増加型のＮＭＯＳトランジスタであることが望ましい。一方、前記第３
及び第５選択トランジスタ１３，２２はチャンネル空乏型のトランジスタであり、前記第
１及び第２選択トランジスタと前記第４及び第６選択トランジスタ２１，２３はチャンネ
ル増加型のＮＭＯＳトランジスタであってもよい。
【００５４】
前記第１ストリング１０を構成するセルトランジスタＣ１，……，Ｃｎのコントロールゲ
ート電極及び前記第２ストリング２０を構成するセルトランジスタＣ１′，……，Ｃｎ′
のコントロールゲート電極は前記第１、第２及び第３ストリング選択ラインＳＳＬ１，Ｓ
ＳＬ２，ＳＳＬ３に平行に配置された第１ワードライン乃至ｎ番目のワードラインＷ／Ｌ
１，……Ｗ／Ｌｎを通して互いに１：１に連結される。
【００５５】
前記第１及び第２ソースボディーラインＳＢＬ１，ＳＢＬ２はビットラインＢ／Ｌと相異
なる配線層で形成される。
本発明において、前記選択トランジスタ及びセルトランジスタのソース／ドレイン領域は
Ｎ型の不純物でドーピングされ、前記ボディーはＰ型領域、例えばＰウェル領域である。
かつ、前記ビットラインＢ／Ｌ及び前記ソースボディーラインＳＢＬ１，ＳＢＬ２はそれ
ぞれポリサイドなどの耐熱性金属及びアルミニウムで形成することが望ましい。
【００５６】
前記のような構成を有する本発明の第２実施例によるフラッシュメモリ素子の選択された

10

20

30

40

50

(17) JP 3854348 B2 2006.12.6



セルトランジスタ、例えばセルトランジスタＣ１にのみ選択的に情報を貯蔵させるプログ
ラム動作においては、図６における第１実施例とは所望のストリングを選択するため、各
々のストリング選択ラトンイＳＳＬ１，ＳＳＬ２，ＳＳＬ３に電圧を印加する方法のみが
異なり、ほかの制御ラインに印加する電圧及びこれによる動作原理は同様である。したが
って、ここでは所望のストリングを選択する方法のみを説明する。さらに、この説明は前
記第２及び第６選択トランジスタ１２，２３がチャンネル空乏型のＮＭＯＳトランジスタ
の場合に限る。第３及び第５選択トランジスタ１３，２２がチャンネル空乏型のトランジ
スタの場合には、第２及び第３ストリング選択ラインＳＳＬ２，ＳＳＬ３に印加する電圧
を互いに取り替えればよい。
【００５７】
前記選択されたセルトランジスタＣ１にのみ情報を貯蔵させるためには第１ストリング１
０を選択すべきである。このため、第１及び第２ストリング選択ラインＳＳＬ１，ＳＳＬ
２には０〔Ｖ〕を印加し、第３ストリング選択ラインＳＳＬ３には電源電圧Ｖｃｃを印加
する。これにより、第１ソースボディーラインＳＢＬ１に連結された第１選択トランジス
タ１１はターンオフされるが、ビットラインＢ／Ｌに連結された第３選択トランジスタ１
３及び前記第３選択トランジスタ１３に連結された第２選択トランジスタ１２はいずれも
ターンオンされて第１ストリング１０が選択される。この際、ビットラインＢ／Ｌに連結
された第４選択トランジスタ２１はターンオフされて第２ストリングは選択されない。第
２ストリング２０を選択しようとする場合には、第１ストリング選択ラトンシＳＳＬ１に
は電源電圧Ｖｃｃを印加し、第２及び第３ストリング選択ラインＳＳＬ２，ＳＳＬ３には
０〔Ｖ〕を印加することにより、ビットラインＢ／Ｌに連結された第４選択トランジスタ
２１をターンオンさせ、第５選択トランジスタ２２をターンオンさせて第２ストリング２
０を選択する。この際、ビットラインＢ／Ｌに連結された第３選択トランジスタ１３はタ
ーンオフされて第１ストリング１０は選択されない。
【００５８】
一方、本発明の第２実施例によるフラッシュメモリ素子の選択されたセルトランジスタ、
例えばセルトランジスタＣ１に貯蔵された情報のみを選択的に消去する消去動作は、図６
における第１実施例と同様である。この際、第１実施例よりさらに配置された第３ストリ
ング選択ラインＳＳＬ３は第１及び第２ストリング選択ラインＳＳＬ１，ＳＳＬ２と共に
フローティングされる。
【００５９】
さらに、本発明の第２実施例によるフラッシュメモリ素子の選択されたセルトランジスタ
、例えばセルトランジスタＣ１に貯蔵された情報のみを選択的に読出すための動作におい
ては、図６における第１実施例とは所望のストリングを選択するため、各々のストリング
選択ラインＳＳＬ１，ＳＳＬ２，ＳＳＬ３に電圧を印加する方法のみが異なり、前記第１
乃至第３ストリング選択ラインＳＳＬ１，ＳＳＬ２，ＳＳＬ３のほかの制御ラインに印加
する電圧及びこれによる動作原理は同様である。したがって、ここでは所望のストリング
を選択する方法のみを説明する。
【００６０】
前記選択されたセルトランジスタＣ１に貯蔵された情報のみを選択的に読出すためには第
ストリング１０を選択すべきである。このため、第１及び第３ストリング選択ラインＳＳ
Ｌ１，ＳＳＬ３には所定の電圧、例えば２〔Ｖ〕乃至電源電圧Ｖｃｃの読出し電圧Ｖｒｅ
ａｄを印加し、第２ストリング選択ラインＳＳＬ２には０〔Ｖ〕を印加する。これにより
、第１乃至第３選択トランジスタ１１，１２，１３はいずれもターンオンされて第１スト
リング１０が選択される。この際、第５選択トランジスタ２２はターンオフされて第２ス
トリング２０は選択されない。
【００６１】
第２ストリング２０を選択しようとする場合には、第１及び第２ストリング選択ラインＳ
ＳＬ１，ＳＳＬ２に前記読出し電圧Ｖｒｅａｄを印加し、第３ストリング選択ラインＳＳ
Ｌ３には０〔Ｖ〕を印加する。これにより、第４乃至第６選択トランジスタ２１，２２，
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２３はいずれもターンオンされて第２ストリング２０が選択される。この際、第３選択ト
ランジスタ１３はターンオフされて第１ストリング１０は選択されない。
【００６２】
一方、本発明の第２実施例によるフラッシュメモリ素子のスタンバイ動作は、図６におけ
る第１実施例と同様である。この際、第１実施例よりさらに配置された第３ストリング選
択ラインＳＳＬ３は第１及び第２ストリング選択ラインＳＳＬ１，ＳＳＬ２と共にフロー
ティングされる。
上述したように本発明の第２実施例によるフラッシュメモリ素子を駆動させるための条件
は第１実施例に類似しており、下記の表２のように要約できる。
【００６３】
Ｌ１，ＳＢＬ２に０〔Ｖ〕を印加し、その他の制御ラインはフローティングさせることに
より行われる。
【００６４】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６５】
上述したように、本発明によるフラッシュメモリ素子は、各々のストリングが互いに独立
した各々のボディー内に形成され、一つのストリングの共通ソース領域はそのストリング
が形成された独立したボディーに互いに連結される。したがって、所望のストリングが選
択されたセルトランジスタに貯蔵された情報のみを選択的に消去させることができる。さ
らに、選択されたセルトランジスタに情報を貯蔵させるプログラムの動作時、選択されな
いセルトランジスタのスレショルド電圧が変化する現象を大幅に低減させ得る。これに対
する測定結果が図８に示された。
【００６６】
図８を参照すれば、横軸はプログラム防止電圧Ｖｐｉを、縦軸は選択されないセルトラン
ジスタのスレショルド電圧Ｖｔｈを示す。参照符号ａ，ｂで示された曲線は、それぞれ選
択されたセルトランジスタに情報を貯蔵させた後、選択されないセルトランジスタのうち
、既にプログラムされたセルトランジスタのスレショルド電圧及び既に情報が消去された
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セルトランジスタのスレショルド電圧を測定した結果を示す。さらに、選択されないワー
ドラインに印加するパス電圧Ｖｐａｓｓを１〔Ｖ〕から５〔Ｖ〕まで変化させつつ、選択
されないセルトランジスタのスレショルド電圧の変化を測定して示した。図８から、１〔
Ｖ〕から５〔Ｖ〕範囲のパス電圧Ｖｐａｓｓを選択されないワードラインに印加する場合
、プログラム防止電圧Ｖｐｉを４〔Ｖ〕から１７〔Ｖ〕まで変化させても、選択されない
セルトランジスタのスレショルド電圧はほぼ変わらないことがわかる。したがって、プロ
グラム動作時に優れる信頼性を有するフラッシュメモリ素子を具現することができる。
【００６７】
【発明の効果】
上述したように、プログラム防止電圧Ｖｐｉ及びパス電圧Ｖｐａｓｓによるストレスを最
小とするため、ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子の場合、一つのストリング内に直列に
連結されるセルトランジスタの数を増やせることができる。これにより、高集積のフラッ
シュメモリ素子の容易な具現が可能になる。
【００６８】
かつ、互いに隣接する一対のストリングごとに一本のビットラインが配置されるため、ビ
ットラインの幅をより広く形成することができる。これにより、ビットラインによるＲＣ
遅延時間を減少させ得るため、素子の動作速度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子を構成する一つのストリングを示すレ
イアウトの平面図である。
【図２】図１の等価回路図である。
【図３】図１の一つのセルトランジスタを示す図面であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（
Ａ）のＸ－Ｘ線による断面図である。
【図４】従来の技術によるＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子の一部を示す等価回路図で
ある。
【図５】従来の技術による選択されないセルトランジスタのスレショルド電圧Ｖｔｈの変
化をパス電圧Ｖｐａｓｓに応じて示すグラフである。
【図６】本発明の第１実施例によるＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子の一部を示す等価
回路図である。
【図７】本発明の第２実施例によるＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ素子の一部を示す等価
回路図である。
【図８】本発明による選択されないセルトランジスタのスレショルド電圧Ｖｔｈの変化を
プログラム防止電圧Ｖｐｉ及びパス電圧Ｖｐａｓｓに応じて示すグラフである。
【符号の説明】
１０，２０　　　　　　ストリング
１１，１２，１３　　　選択トランジスタ
２１，２２，２３　　　選択トランジスタ
Ｂ／Ｌ　　　　　　　　ビットライン
Ｃ１　，……，Ｃｎ　　セルトランジスタ
Ｃ１′，……，Ｃｎ′　セルトランジスタ
ＳＢＬ１，ＳＢＬ２　　ソースボディーライン
ＳＳＬ１，ＳＳＬ２，ＳＳＬ３　　ストリング選択ライン
Ｗ／Ｌ１，……，Ｗ／Ｌｎ　　ワードライン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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